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2 0 1 2年８月 福岡県福岡市で国際大会開催！

今年、８月25日から９月２日までの９日間、国際大会「ＡＰＢＦ(アジアパシフィック・ブリッジ

連合)コングレス大会」が福岡市で開催されます。ＡＰＢＦ選手権大会は毎年開催されていま

すが、今年のように「うるう年」に開かれる「コングレス大会」は、「国際交流と親善」を目的と

する特別な大会として位置づけられています。日本では、過去に4回 （1958年、1964年、

1979年、1998年）選手権試合を開催しましたが、コングレス大会は初めてです。

また、今回の大会では、ＡＰＢＦ加盟国以外の国と地域も参加できることになりました。世

界中から大勢のトッププレイヤーが福岡に集まることになります。大会期間中は、ブリッジを

通じた交流として、ミニブリッジ体験教室、ミニブリッジ大会、練習サロンなど、初心者向けの

イベントも開催されます。この夏の思い出づくりに、ご家族、お友だち同士で参加してみませ

んか？

■ 2012ＡＰＢＦコングレス福岡大会 ■

会期：2012年８月２５日(土)～９月２日(日)

会場：ヒルトン福岡シーホーク(福岡県福岡市)

主催：アジアパシフィック・ブリッジ連合(ＡＰＢＦ)

主管：社団法人日本コントラクトブリッジ連盟

参加者：約1200名(予想)

大会公式サイト：http://www.jcbl.or.jp/apbf2012/japanese/index.html

アジアパシフィック・ブリッジ連合の加盟国と地域：

中国、香港、マカオ、チャイニーズ台北、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、モンゴル、

フィリピン、シンガポール、タイ、オーストラリア、フランス領ポリネシア、ニューカレドニア、

ニュージーランド、バーレーン、バングラディシュ、インド、ヨルダン、クウェート、ネパール、

パキスタン、パレスチナ、カタール、サウジアラビア、スリランカ、シリア、ウズベキスタン

こんにちは。寒い日が続きますね。 ジュニアくらぶ通信冬号をお届けします。

今年も友だち・家族と一緒にたくさんブリッジをしましょう！

発行日：2012年1月27日 発行：ＪＣＢＬ 編集：ジュニアくらぶ イラスト協力：illpop.com

こんなにたくさんの国や地域の人た
ちがブリッジをプレイしているんだね。
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ジュニアが参加できるイベントもあります！

APBFコングレス大会は、世界のトッププレイヤーが集まる本戦の試合がメインですが、「これからブリッジを始めたい！」、

「もっとブリッジがうまくなりたい！」といったプレイヤー向けのイベントも充実しています。これらのイベントには、もちろん、

ジュニアの皆さんも参加できます！

大会初日にはミニブリッジ大会、大会２日目にはコントラクトブリッジの初心者大会が開催されます。また、マインドスポーツ

体験教室やコントラクトブリッジの練習サロンなどを予定しています。どのイベントも、本格的な国際大会である本戦と同じ

会場で開催されるので、国際大会の雰囲気も味わうことができます。

会場のヒルトン福岡シーホークは、西日本で最大級のコンベンション・リゾートホテルとして知られています。福岡空港や

福岡の中心「天神」からも近く、アクセスも便利です。

一般参加イベント予定（2012年１月現在）

ヒルトン福岡シーホーク

〒810-8650 福岡市中央区地行浜2-2-3

電話：092-844-8111

ヒルトン福岡シーホークは博多湾を望む海沿いに位置するアーバンリゾートホテルです。

ブリッジとリゾート気分の両方を満喫したい方におすすめです。

・客室数1,052室 シングルルームからファミリールームまで多様なニーズに対応可能

・レストラン(10)、バー／ラウンジ(５)

・高速インターネット、無線LAN利用可

・フィットネスセンター、屋内／屋外スイミングプール

・岩風呂、サウナ、ジャグジー

・24時間ルームサービス

・バリアフリー客室、バリアフリー化粧室

８月25日(土) ミニブリッジ大会、マインドスポーツ体験教室（ブリッジ、囲碁、チェスなど）

８月26日(日) 初心者大会、マインドスポーツ体験教室（ブリッジ、囲碁、チェスなど）

８月27日(月)
ミニブリッジ体験教室
コントラクトブリッジ練習サロン、初心者向け競技会
（現在、企画中！）

８月28日(火)

８月29日(水)

予告！

第４回ジュニアチーム選手権試合開催決定！！

７月３０日(月) 四谷ブリッジセンター

優勝チーム・副賞「2012APBFコングレス福岡大会記念グッズ」
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A P B Fコングレス初心者大会に２グループをご招待！

ジュニアくらぶでは、APBFコングレスの初心者向け大会に３名のグループ２組を抽選でご招待します！！

ジュニアくらぶ会員２名と保護者１名の３名のグループでお申込みください。まだ大会に参加したことがなくて

自信がないというジュニアも、7月までにミニブリッジ大会を経験してみれば大丈夫！

たくさんの応募をお待ちしています。

ご質問は、JCBL普及事業部ジュニアくらぶ担当（渡辺）へお気軽にどうぞ！

＜対象競技会＞ ８月25日（土）ミニブリッジ大会 または

８月26日（日）コントラクトブリッジ初心者大会

＜会場＞ ヒルトン福岡シーホーク

［プレゼント内容］

１）１グループ３名分の往復航空運賃補助（当選者の在住地域からの標準的な早割料金相当）

２）ヒルトン福岡シーホーク トリプル１泊宿泊料（JCBLが手配）

３）競技会参加料（保護者が参加する場合は、その参加料を含む）

※ 航空券の手配は各自でお願いします。

［応募資格］ジュニア２名とその保護者１名の３名からなるグループ対象

ジュニア：2012年７月までにミニブリッジ大会に参加経験のある小学３年生以上

高校３年生以下のジュニアくらぶ会員（2012年度の学年）

ジュニア同士でペアを組んで大会に参加できる方

※ ジュニアくらぶ会員でない方は、応募前に登録してください。

［応募方法］グループ３名の氏名と保護者の住所／電話番号／会友の方は会員番号を

明記の上、はがき、電子メール、FAXのいずれかでご応募ください。

［応募締切］2012年４月13日（金）※ 当日消印有効

［当選発表］2012年４月20日（金）

当選者に直接お知らせするほか、JCBLウェブサイト上で発表します。

ジュニアくらぶインストラクターから一言：

4年に1回のコングレス大会が、次に日本で開催されるのは・・・もしかすると、22世紀かしら？？
ご家族と相談して、ぜひ応募してくださいね！ 「キャンペーン」には、応募しないと、当たらない！
でも、もし抽選にはずれたとしても、今回応募したことはみなさんの「やる気」の表れですから、
気持ちがブリッジプレイヤーへ一歩近づいたっていうことで、それもうれしいです。

ジュニア対象
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スタンプラリー終了のお知らせ

来年の2013年３月いっぱいで、スタンプラリーが終わります！

スタンプラリーのプレゼント交換申込み期限は2013年４月30日です。

これまでためたスタンプを、プレゼントと交換するのを忘れないようにお願いします。

スタンプは５個、10個、15個でプレゼントと交換することができます。Qコース、Jコースのプレゼントと交換したら、
また1個目からスタートします。まずは会員証(スタンプカード)を見て、スタンプがいくつ押されているか確認してく
ださいね。

スタンプがなかなかたまらないというジュニアの皆さん、ためるコツは、とにかくイベントに参加することです。

たくさんブリッジをして、レベルアップもはかりながら、豪華プレゼントと交換しましょう！

【プレゼントの紹介】 どれかひとつと交換できます

Ｋコース(スタンプ15個) ①ディズニーランド１日パスポート(１枚)

②ビディングボックス(１セット･４個組)

③ＪＣＢＬカード(４組)とボード(４枚)

④図書カード 3,000円

Ｑコース(スタンプ10個) ⑤ＪＣＢＬカード(２組)

⑥ボード(４枚・白、桃、黄、青、オレンジの中から１つ選択)

⑦カードスタンド(１本)

⑧図書カード 1,000円

Ｊコース(スタンプ５個) ⑨橋之介バッジ(１個)と橋之介クリアホルダー(２枚)

⑩橋之介カード(１組)

⑪橋之介マスコット(１個)

⑫図書カード 500円

大会結果

12月18日(日)、横浜ブリッジセンターで「橋之介ミニ道場スペシャル大会」が開催されました。
小学２年生から大人まで７名が参加し、５ボード３ラウンドをプレイしました。

＜結果＞

２－３位 今橋日向人(小６) 新郷猛真(小６)

２－３位 小森華乃(小２) 正山りさ(小５)

(参考１位) 堀内勝臣（会友） スタッフ

スタンプを押すイベント：2013年３月31日までのイベント

プレゼント交換の申込み期限：2013年４月30日まで

②ビディングボックス

重要なお知らせ

③⑤JCBLカード③⑥ボード（現在緑はありません）
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「ユース育成プロジェクト」年末練習会レポート ～ 杉本大輔 ～

ブリッジをする学生は80人弱いますが、日本代表を目指す人はそのうちの半分位です。でもみんなブリッジが大好きなので、

１日16ボードを３ラウンドもプレイするにもかかわらず、休み時間も早々に切り上げて練習しています。すごいでしょ？

僕が初めて参加したのは高校１年生のときでした。それまでブリッジは自己流で練習してきましたが、ユース監督の寺本先生

に２オーバー１ゲームフォーシングスタイル(知ってるかな？)を基礎からたたきこまれ、翌年夏に日本代表としてインドネシア

で開かれたＡＰＢＦ大会に参加しました。大変だったけれど、しっかり練習したので日本代表になれたのだと思います。

ユース日本代表に関しては、今のところ、僕が高校2年生で国際大会へ行ったのが最年少記録だと思いますが、海外では

15歳ぐらいから代表になる人もいます。若い皆さんも一念発起、ユース日本代表を目指してみてはいかがでしょう。2011年度

の「ユース育成プロジェクト」の申込は終わってしまいましたが、来年以降に「我こそは！」と思ってくれるジュニアがいたらい

いなあ、と思います。世界はすぐそこですよ。

迷っている人は、一度ジュニアくらぶのインストラクターさんに相談することをオススメします！

この人よく見るなぁ、という人はお久しぶり。そうでもないよ、という人は初めまして。慶応大学ブリッジクラブの杉本大輔です。

今回は毎年恒例のユース行事「年末練習会」についてお伝えします。

ＪＣＢＬでは「ユース育成プロジェクト」という活動を通じて、ユースプレイヤー

の育成と国際大会への派遣を支援しています。ブリッジがうまくなりたいユー

スなら誰でも参加でき、講習会や練習会だけでなく、競技会に参加しての実

践練習などもあります。参加費用は無料で、遠方から参加の場合には宿泊

交通費の援助もあります。

年末に四谷ブリッジセンターで行われる練習会は、そのなかでも大きなウェ

イトを占める重要な催しです。毎年クリスマスイブに始まり、４日間の練習会

を経たあとにユース日本代表の一次選考会が行われます。練習会では、ブ

リッジ教師たちが考えた練習用の組み込みハンドを使って、効果的な練習が

できるしくみになっています。

余談ですが、クリスマスイブは参加者が若干少なくなります。みんな誰かと遊びに行くのでしょうか。逆に、特に予定がなくても

練習会に参加しない人もいるようです。大学生の意地かな？僕は予定もなかったので、素直に練習に出席しました。(ＴＴ)

例年は四谷ブリッジセンターの１階をお借りして４、５テーブルで練習するのですが、今年は地方大学のブリッジクラブに下級

生が大勢入部したので、地下１階の広い会場のすみっこに６～８テーブル並べて練習しました。大阪大学からは10人、東北大

学からは10人が参加しました。関東の大学から参加した人全部を合わせても20人ですから、すごいですよね。
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ミニブリッジ短期コースのご案内

この春、ジュニアくらぶでは、初めての試みとして「ミニブリッジ短期コース」を開催します。

通常の体験教室を「体験」と「入門」の２段階に分け、短期集中型ではありますが、小さなお子様でも無理の

ないゆったりとしたペースで、楽しくミニブリッジの遊び方とプレイのコツを覚えていきます。

最終日の午後には試合形式の体験もあります。試合形式のセッションにだけ参加したいジュニアも大歓迎！

まわりのお友だちにもこのイベントのことを紹介して「ブリとも」を増やしてくださいね！

日時： ３月18日(日): (午前)体験 (午後)入門

３月20日(祝･火): (午前)体験／入門 (午後)体験／入門

３月25日(日): (午前)入門 (午後)試合形式

※ 午前／10:30～13:00  午後／14:00～16:30

場所： 四谷ブリッジセンター １階

参加料： 無料

受講方法：体験→入門→試合形式の順番で、ご都合のよい日時・組み合わせを選んでお申し込みください。

体験教室のみ、体験と入門教室のみの参加も可能です。

申込締切：各日程３日前まで

※ ジュニアくらぶ会員でブリッジが久しぶりの人は「入門」から、慣れている人は「試合形式」に参加できます。

お問い合わせ： e-mail  junior@jcbl.or.jp

イラスト協力：illpop.com

集中講座のご案内

「もっとブリッジのことが知りたい！」、「ミニブリッジだけではなく、コントラクトブリッジもやってみた

い！」というジュニアのための集中講座を３月に開催します。

集中講座は、毎回テーマを決めて、コントラクトブリッジのオークションをはじめ、プレイやディフェンスなど、

ブリッジに関するいろいろなことを集中して学習する講座です。

今回のテーマはオークション。オークションは初めてというジュニアのためのコースと、オークションを習った

ことのあるジュニア向けのコースの２種類があります。

ミニブリッジに慣れてきたジュニアは、コントラクトブリッジに挑戦してみましょう！

日時：３月11日(日) ①１３：３０～１６：３０(終了予定)

３月18日(日) ②１０：３０～１２：３０ ③１３：３０～１６：３０(終了予定)

※ 18日は昼食をご用意ください。

場所： 横浜ブリッジセンター ４階

内容・対象：

【Ａコース】はじめてのオークション

(対象)ミニブリッジが自在にできるまだオークションを習ったことのないジュニア

【Ｂコース】ブリッジのオークション

(対象)オークションを習ったことのあるジュニア、前回集中講座受講者

講師： 横内しのぶ・関澤美穂

参加料： ３コマ分 1,500 円(教材付)

申込締切： ３月２日(金)

お問い合わせ： e-mail  junior@jcbl.or.jp
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日時：２月10日(金) 11日(祝･土) 11：00～16：30 ※入退場自由

会場：パシフィコ横浜 会議センター５階(503)
(ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルとなり、昨年と同じ会場です)

毎年２月にみなとみらいで開催されるNECブリッジフェスティバル。

会場はインターコンチネンタルホテルのとなりの会議センターです。

ミニブリッジ体験教室やマインドスポーツ体験教室など楽しいイベントが盛りだくさん。

囲碁・チェス・シャンチーは、昨年広州で開催されたアジア競技大会の競技種目だったので、

もしかしたら出場選手にも会えるかも？！

お友だちをさそって、ぜひ遊びに来て下さい！

予約不要、入退場自由です。くわしくはJCBLウェブサイトを見てね。

第17回NECブリッジフェスティバルのご案内

ハナママの英語ＤＥブリッジ！

リード(lead)

トリックの最初にカードを出すこと、またはそのプレイされるカードを「リード」というのよ。リードは英語で「みち
びく」、「先頭に立つ」という意味があるわ。次にカードを出す人は、リードされたカードと同じスーツを出すことに
なっているわね。

オープニングリード(opening lead)

コントラクトが決まったあとに、ディクレアラーの左手の人がする最初のリード。「開始」「始まり」のことを英語で
オープニングというのよ。「オープニング」は日本語でも広く使われている言葉よね。たとえば、テレビ番組の始めに
流れる曲のことをオープニング曲って言うでしょ。
オープニングリードを選ぶことはとても難しくて、このテーマだけをあつかった本もあるくらいなのよ。

みなさん、こんにちは。 橋之介の母のハナ・マクブリッジです！

ブリッジの用語のほとんどは英語なのよ。 今回紹介する言葉は、みんなも聞いたこと

のある言葉だけど、ブリッジの場合は特別の意味を持っている言葉よ。ブリッジの用語

のほうと、もともとの意味のほうを合わせて覚えてね！
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お問合わせ・お申込み先

＜社団法人 日本コントラクトブリッジ連盟 (担当：渡辺)＞
TEL： 03‐3357‐3741 FAX:  03‐3357‐7444    
e‐mail:  junior@jcbl.or.jp (ジュニアくらぶ)

※ 大会は開催日の１週間前、それ以外のイベントは開催日の３日前までに
お申込みください。小学生が参加する場合は送迎をお願いします。

◆ 体験教室 参加料：無料

① 2/ 5(日) 10：30～12：30  四谷ブリッジセンター
② 2/10(金) 11：00～16：30 パシフィコ横浜 会議センター５階
③ 2/11(祝･土) 11：00～16：30 パシフィコ横浜 会議センター５階
④ 2/25(土) 10：30～12：30  横浜ブリッジセンター
⑤ 3/11(日) 10：30～12：30 横浜ブリッジセンター
⑥ 3/18(日) 10：30～13：00 四谷ブリッジセンター ＊
⑦ 3/20(祝･火) 10：30～13：00／14：00～16：30 四谷ブリッジセンター ＊
⑧ 3/29(木) 10：30～12：30 四谷ブリッジセンター
⑨ 4/ 8(日) 10：30～12：30 横浜ブリッジセンター
⑩ 4/22(日) 10：30～12：30  四谷ブリッジセンター
⑪ 5/ 3(祝･木) 10：30～12：00 横浜ブリッジセンター
⑫ 5/27(日) 10：30～12：30  四谷ブリッジセンター
⑬ 6/10(日) 10：30～12：30 横浜ブリッジセンター
※ ②③は、入退場自由です。
※ ⑥⑦（＊印）はコース制の体験教室です。詳細はP6・チラシをご覧ください。

※くわしくはチラシを見てね！イベントのご案内

◆ 練習会・大会・講習会 大人の方にも参加していただけます

［ジュニアサロン］10：30～12：30 ゲーム形式の練習会 (無料)

［橋之介プレ道場］13：30～16：30 ９歳以下およびミニブリッジ初級者対象 (300円)

［橋之介ミニ道場］13：30～16：30 10歳以上およびミニブリッジ中級～上級者対象 (300円)

会場：四谷ブリッジセンター 2/ 5(日)  午後 プレ道場／ミニ道場
3/18(日) 午後【ミニブリッジ短期コース】入門 (P6)
3/20(祝･火)午前／午後【ミニブリッジ短期コース】入門 (P6)
3/25(日) 午前 【ミニブリッジ短期コース】入門 (P6)

午後 【ミニブリッジ短期コース】試合形式 (P6)
3/29(木) 午前 ジュニアサロン

午後 橋之介ミニ道場スペシャル大会(500円)
4/22(日) 午後 プレ道場／ミニ道場
5/27(日) 午後 プレ道場／ミニ道場

会場：横浜ブリッジセンター 2/25(土)  午後 プレ道場／ミニ道場
3/11(日) 午後 集中講座①（P6参照：1500円、３コマ分）
3/18(日) 午前・午後 集中講座②③
4/ 8(日) 午前 ジュニアサロン

午後 橋之介ミニ道場スペシャル大会(500円)
5/ 3(祝・木)午後 ミニベイブリッジフェスティバル杯(500円)
6/10(日) 午後 プレ道場／ミニ道場

初めてのお友だちを
さそってみてね！


